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技 術 説 明

1

１．検疫有害動植物の指定の見直し

２．輸出国での栽培地検査の対象とする検疫有害
動植物及び地域・植物の見直し

３．輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直し

４．輸出国での特別な検疫措置（検疫処理、遺伝子
診断等の精密検査等）の対象の見直し

５．１の見直しに伴う廃棄、消毒等処分の対象とす
る検疫有害動植物の見直し

６．移動の制限及び移動の禁止の対象とする植物
の見直し

技術説明の項目
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植物検疫措置の見直しが生じた主な理由

3

１．これまで知られていなかった国で発生の報告が
あった、

２．これまで知られていなかった植物が寄主となる
報告があった、

３．他国において、新たに侵入し被害が発生し緊急
的な措置を実施した報告や、侵入を警戒するため
に措置を強化した報告があった等

輸入検疫措置の妥当性、新たな輸入検疫措置
の実施を検討するために病害虫リスクアナリシス
を実施

輸入検疫措置を決定

検疫対象病害虫に該当するかどうかを判断

リスク評価の対象
（病害虫、侵入し得る経路、地域）を特定

科学的根拠に基づいた検疫措置決定の手続き
－病害虫リスクアナリシス（PRA）の手順－

ステージ２の結果に基づいて
適切なリスク管理措置の選択肢を提案

病害虫のリスクを特定

ステージ１
開始

ステージ２
リスク評価

ステージ３
リスク管理
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農業生産等への影響

5

高い

中程度

無視できる

無視できる 中程度 高い

無視できる 中程度 高い

無視できる 低い 中程度

無視できる 無視できる 無視できる

農業生産等への影響
（定着・まん延・経済的重要性）

入
り
込
み
の
可
能
性

病害虫リスクの決定方法

病害虫リスクの要素

定着の可能性

経済的重要性

まん延の可能性
入り込みの可能性×

リスク管理措置（植物検疫措置）特定の手順

6

・ リスク評価結果
・ 検疫措置の有効性及び実行可能性
・ 貿易制限性

植物検疫措置の選択肢のリスト化

個々の植物検疫措置の選択肢の有効性、実行可能性の評価

植物検疫措置の特定

高い

中程度

無視できる

無視できる 中程度 高い

無視できる 中程度 高い

無視できる 低い 中程度

無視できる 無視できる 無視できる

農業生産等への影響

入
り
込
み
の
可
能
性
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（１）措置の見直し

○ 検疫有害動植物の見直し １６種
○ 非検疫有害動植物の見直し １１４種
○ 暫定検疫有害植物の見直し ５属
○ 輸出国での栽培地検査の対象 １０種
○ 栽培地検査の対象から除外し、特別な検疫措置
（遺伝子診断等を利用した検査）の対象に変更
９種

○ 輸出国での特別な措置（検疫処理、無発生地域
の設定、遺伝子検定等の精密検査等）の実施の
対象 ２３種

（２） 発生国、植物の見直し ２７種（文献調査を含む）

病害虫リスクアナリシスを実施した種

１．検疫有害動植物の指定の見直し

２．輸出国での栽培地検査の対象とする検疫有害
動植物及び地域・植物の見直し

３．輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直し

４．輸出国での特別な検疫措置（検疫処理、遺伝子
診断等の精密検査等）の対象の見直し

５．１の見直しに伴う廃棄、消毒等処分の対象とす
る検疫有害動植物の見直し

６．移動の制限及び移動の禁止の対象とする植物
の見直し

技術説明の項目
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（１）検疫有害動植物の見直し

（２）非検疫有害動植物の見直し

（３）暫定検疫有害植物の見直し

１．検疫有害動植物の指定の見直し

9

現行（１次改正：平成２３年３月、２次改正：平成２４年７月、３次
改正：平成２６年２月）

９９０種を指定 （有害動物：７４１種、有害植物：２４９種）

今回
①１３種を追加 （有害動物：７種、有害植物：６種）

②既定の３種を削除（有害動物：１種、有害植物：２種）

総計 １，０００種
（有害動物：７４７種、有害植物：２５３種）

（１） 検疫有害動植物の見直し
（規則別表１関係）

10

１．検疫有害動植物の指定の見直し
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１．検疫有害動植物の指定の見直し

【判断手順（検討経過）】

新たに有害動物７種及び有害植物６種について分
析結果が得られ、国内農林業に新たな被害を及ぼ
す可能性が無視できないことを確認。

これらについては輸入植物検疫措置の対象とす
ることが適当であると判断。

発生国にて新たな被害が発生したとの情報を得た
有害動植物、世界的に重要視されている有害動植
物、輸入検査において発見頻度の高い有害動植物
などについて順次病害虫リスクアナリシスを実施。

11

①検疫有害動植物の追加 計１３種の内訳

有害動物 ７種 有害植物 ６種

カメムシ目 ３ 真菌及び粘菌 ４

ハエ目 １ 細菌 ２

センチュウ類 ３

１．検疫有害動植物の指定の見直し
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有害動物【カメムシ目】 １科３種

１．検疫有害動植物の指定の見直し

トガリキジラミ科 Bactericera nigricornis

〃 Bactericera trigonica

〃 Trioza apicalis

13

有害動物【ハエ目】 １科１種

ミバエ科 Anastrepha grandis

有害動物【センチュウ類】 ３科３種

アフェレンコイデス科 Aphelenchoides arachidis

アングイナ科 Ditylenchus africanus

メロイドギネ科 Meloidogyne enterolobii

有害植物【真菌及び粘菌】 ４種

有害植物【細菌】 ２種

１．検疫有害動植物の指定の見直し

Alternaria dianthicola

Didymella rabiei

Seiridium cardinale

Sirococcus conigenus

Candidatus Liberibacter solanacearum

Pseudomonas syringae pv. actinidiae biovar3
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②既定種の削除（非検疫有害動植物へ移行）
計３種の内訳

１．検疫有害動植物の指定の見直し

15

有害動物【アザミウマ目】 １科１種

アザミウマ科 Thrips minutissimus

有害植物【ウイルス・ウイロイド】 ２種

Narcissus degeneration virus

Narcissus late season yellows virus

現行（１次改正以前、１次改正、２次改正、３次改正）
３３４種を指定 （有害動物：３０４種、有害植物：３０種類）

今回
１１４種を追加 （有害動物：６８種、有害植物：４６種）

このうち「栽培の用に供する植物（球根、苗類）に付着するも
のを除いて」 非検疫とするもの
１２種 （全て有害植物）

総計 ４４８種
（有害動物：３７２種、有害植物：７６種類）

１．検疫有害動植物の指定の見直し

（２） 非検疫有害動植物の見直し
（平成23年農林水産省告示第542号関係 第１号の表の
２及び第２号の表２）
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【判断手順（検討経過）】

新たに有害動物６８種及び有害植物４６種につ
いて分析結果が得られ、国内農林業に新たな被
害を及ぼす可能性が無視できることを確認。

これらについては輸入植物検疫措置の対象から
除外することが適当であると判断。

国内に発生している有害動植物について、病害
虫リスクアナリシスを実施。

17

１．検疫有害動植物の指定の見直し

非検疫有害動植物の追加 計１１４種の内訳（その１）

節足動物

ダニ目 トマトサビダニ 他 計 ４科 ６種

アザミウマ目 ビワハナアザミウマ 他 計 ３科 ６種

カメムシ目 クロカキカイガラムシ他 計 ６科 １０種

コウチュウ目 アイノキクイムシ他 計 ６科 １８種

チョウ目 ニカメイガ 他 計 ８科 １５種

ハエ目 ハイジマハナアブ他 計 ３科 ３種
バッタ目 イエコオロギ 計 １科 １種

センチュウ類
ティレンクス目 イチゴセンチュウ 計 １科 １種

その他無脊椎動物
有肺目 ヒメモノアラガイ他 計 ６科 ８種

１．検疫有害動植物の指定の見直し

【有害動物】 ６８種
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非検疫有害動植物の追加 計１１４種の内訳（その２）

１．検疫有害動植物の指定の見直し

【有害植物】 ４６種

19

真菌及び粘菌
ソラマメ褐斑病菌 他 計 ３４種

ウイルス（栽培の用に供する植物（球根、苗類）に付着するものを除く）
計 １２種

Freesia mosaic virus フリージアモザイクウイルス
Hippeastrum mosaic virus アマリリスモザイクウイルス
Iris mild mosaic virus アイリス微斑モザイクウイルス
Lily symptomless virus ユリ潜在ウイルス
Lily virus X リリーウイルスエックス
Narcissus degeneration virus ナルキッススディジェネレーションウイルス
Narcissus late season yellows virusナルキッススレイトシーズンイェロウズウイルス

Narcissus latent virus スイセン潜在ウイルス
Narcissus mosaic virus スイセンモザイクウイルス
Narcissus yellow stripe virus スイセン黄色条斑ウイルス
Plantago asiatica mosaic virus オオバコモザイクウイルス
Tulip mosaic virus チューリップモザイクウイルス

【有害植物】
細菌 計５属を除外

Actinoallomurus属
Alloactinosynnema属
Kroppenstedtia属
Oceanotoga属
Phaeovibrio属

１．検疫有害動植物の指定の見直し

（３） 暫定検疫有害植物の見直し
（平成23年農林水産省告示第542号関係 第２号の表１）
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１．検疫有害動植物の指定の見直し

２．輸出国での栽培地検査の対象とする検疫有
害動植物及び地域・植物の見直し

３．輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直し

４．輸出国での特別な検疫措置（検疫処理、遺伝子
診断等の精密検査等）の対象の見直し

５．１の見直しに伴う廃棄、消毒等処分の対象とす
る検疫有害動植物の見直し

６．移動の制限及び移動の禁止の対象とする植物
の見直し

技術説明の項目

21

（１）栽培地検査の対象とする地域及び植物の見直し
（規則別表１の２） 計１３種

対象地域の見直し

• トウモロコシ萎ちよう細菌病菌
• トウモロコシ葉枯細菌病菌

• バナナネモグリセンチュウ
• Phytophthora ramorum

対象地域の国名表記の変更（グルジア→ジョージアへ変更）

• テンサイシストセンチュウ
• ニセネコブセンチュウ 22

対象地域及び植物の見直し

• コロンビアネコブセンチュウ

• ソラマメステインウイルス
• ソラマメトゥルーモザイクウイル
• ウメ輪紋ウイルス

• エンドウ萎ちよう病菌
• インゲンマメ萎ちょう細菌病菌

• インゲンマメ萎ちょう細菌病菌

対象植物の見直し

• ニセコロンビアネコブセンチュウ
• ニセネコブセンチュウ

２．輸出国での栽培地検査の対象の見直し
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23

対象地域及び植物の見直し

• コロンビアネコブセンチュウ

【地域追加】フランス、メキシコ
【植物追加】エリカ・キネレア、キミキフガ・ラケモサ、ドイツアヤメ、
トマト、ポテンティラ・フルティコサ、ヨーロッパしらかんば、ロニケ
ラ・クシロステウム、かえで属植物、こまくさ属植物

• インゲンマメ萎ちょう細菌病菌

【地域追加】 イラン

【植物追加】 ささげ

２．輸出国での栽培地検査の対象の見直し

24

対象地域の見直し

• トウモロコシ萎ちよう細菌病菌

• トウモロコシ葉枯細菌病菌

• ウメ輪紋ウイルス

【追加】 アルゼンチン

【追加】 カナダ

• ソラマメステインウイルス

• ソラマメトゥルーモザイクウイルス

【削除】 オーストラリア

【削除】 オーストラリア

【追加】 フィンランド

２．輸出国での栽培地検査の対象の見直し
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25

対象植物の見直し

• ニセコロンビアネコブセンチュウ

• ニセネコブセンチュウ

【追加】いろはもみじ、きんぐさり、てんさい、にんじん、ゆきげゆり、
ようしゆとりかぶと、ヨーロッパしらかんば、ロニケラ・クシロステ
ウム、こまくさ属植物

【追加】きゆうり、すべりひゆ、とうがらし、ばらもんじん、ペポか
ぼちや

• バナナネモグリセンチュウ

【追加】キルトスペルマ・シャミッソーニス、クプレッスス・マクロカ
ルパ、トマト、なす、ばんれいし、めきしこいとすぎ

•Phytophthora ramorum

【追加】ノトリトカルプス・デンシフロルス

２．輸出国での栽培地検査の対象の見直し

＊栽培地検査：症状を発症する生育期、収穫期に栽培地で検査を
実施

現行
２３種を指定（有害動物：５種、有害植物：１８種）

今回
①１０種を追加 （有害動物：４種、有害植物：６種）

②既定の９種を栽培地検査対象から除外（措置変更）
（有害植物：９種）

総計 ２４種（有害動物：９種、有害植物：１５種）

（２）栽培地検査＊の対象とする検疫有害動植物
の見直し（規則別表１の２関係）

26

２．輸出国での栽培地検査の対象の見直し
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①輸出国での栽培地検査の対象として新たに
追加する検疫有害動植物１０種（その１）

節足動物 計２科２種

Aleurocanthus woglumi ミカンクロトゲコナジラミ

Tuta absoluta トマトキバガ

センチュウ類 計２科２種

Meloidogyne enterolobii

Xiphinema index ブドウオオハリセンチュウ

27

２．輸出国での栽培地検査の対象の見直し

真菌及び粘菌 計６種

Apiosporina morbosa

Ceratocystis fagacearum ナラ類しおれ病菌

Deuterophoma tracheiphila

Eutypa lata

Guignardia citricarpa

Sphaeropsis tumefaciens カンキツ類てんぐ巣病菌

28

２．輸出国での栽培地検査の対象の見直し

①輸出国での栽培地検査の対象として新たに
追加する検疫有害動植物１０種（その２）
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Aleurocanthus woglumi （ミカンクロトゲコナジラミ）とは
【主な寄主（宿主）植物】

アボカド、くだものとけい、ココやし、マンゴウ、
コーヒーノキ属、バショウ属、ばら属、みかん属
等

【発生地域】

アジア、中東、ウガンダ、ケニア、ジンバブエ、
スワジランド、セーシェル、タンザニア、南アフ
リカ共和国、米国、南アメリカ 等

➣幼虫、成虫態が葉の
師管部を吸汁加害する。
➣ 4齢幼虫又は蛹態は
雌は1.25 mm、雄は1 
mmで黒色。成虫は雄、

雌とも翅を持ち、雄は
1.33 mm、雌は1.7 mm。

➣成虫が飛翔により短
距離移動する。

２．輸出国での栽培地検査の対象の見直し

＜栽培用に供する植物（種子を除く）の地上部＞

輸出国における栽培地検査及びその結果を特記した検査証
明書の添付
＜消費用植物（切枝）＞
輸出時検査及び検査証明書添付

Aleurocanthus woglumiのリスク評価結果

想定される侵入経路
入り込み
の可能性

農業生産
への影響

リスク評価
の結論

リスク管理
の要否

栽培用
苗・穂木等

（種子を除く）
高い 高い 高い 要

消費用 切枝 中程度 高い 中程度 要

Aleurocanthus woglumiに対する検疫措置

２．輸出国での栽培地検査の対象の見直し
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Meloidogyne enterolobii とは
【主な寄主（宿主）植物】

アラビアコーヒー、きゅうり、くずうこん、さつ
まいも、すいか、トマト、なす、なつめ、にん
じん、みばしょう 等

【発生地域】

スリランカ、タイ、中国、ベトナム、スイス、南
アフリカ共和国、米国、グアテマラ、コスタリ
カ、ブラジル、ベネズエラ、メキシコ、 等

➣幼虫体長約0.5㎜（上
図）

➣寄主植物の根に寄生
し、ゴール（瘤）を形成させ
る（下写真）。

➣植物は養水分の吸収が
妨げられます。

２．輸出国での栽培地検査の対象の見直し

Meloidogyne enterolobiiのリスク評価結果

Meloidogyne enterolobiiに対する検疫措置

想定される侵入経路
入り込み
の可能性

農業生産
への影響

リスク評価
の結論

リスク管理
の要否

栽培用
苗等

（地下部）
高い 高い 高い 要

消費用
根菜類
（地下部）

中程度 高い 中程度 要

＜栽培用に供する植物（地下部）＞

輸出国における栽培地検査及びその結果を特記した検査証
明書の添付
＜消費用植物（地下部）＞
輸出時検査及び検査証明書添付

２．輸出国での栽培地検査の対象の見直し
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Eutypa lata とは
【主な寄主（宿主）植物】

いちじく、オリーブ、こぶかえで、せいようき
づた、ひろはかえで、ぺるしゃぐるみ、むらさ
きはしどい、こなら属、みずき属 等

【発生地域】

インド、パキスタン、イスラエル、トルコ、レバ
ノン、欧州、南アフリカ共和国、北米、ブラジ
ル、豪州 ニュージーランド等 出典：Crop Protection Compendium 

➣樹木の葉、枝及びつる
に感染。

➣かいよう病斑を呈し、
樹液の漏出を伴う。

➣子のう胞子により空気
伝搬する。

２．輸出国での栽培地検査の対象の見直し

＜栽培用に供する植物（種子を除く）＞

輸出国における栽培地検査及びその結果を特記した検査証
明書の添付
＜消費用植物（果実を除く）＞
輸出時検査及び検査証明書添付

Eutypa lataのリスク評価結果

Eutypa lataに対する検疫措置

想定される侵入経路
入り込み
の可能性

農業生産
への影響

リスク評価
の結論

リスク管理
の要否

栽培用
苗・穂木等

（種子を除く）
高い 高い 高い 要

消費用
切枝

木材・樹皮
中程度 高い 中程度 要

２．輸出国での栽培地検査の対象の見直し
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②栽培地検査の対象から除外する検疫有害動植物
９種

35

細菌 計１種

Acidovorax avenae subsp. citrulli

（スイカ果実汚斑細菌病菌）

２．輸出国での栽培地検査の対象の見直し

Potato spindle tuber viroid

Pepino mosaic virus

Columnea latent viroid

Mexican papita viroid

Pepper chat fruit viroid

Tomato apical stunt viroid

Tomato chlorotic dwarf viroid

Tomato planta macho viroid

特別な検疫措置（遺伝子診断等を利用した検査）の対
象に変更

ウイルス・ウイロイド 計８種


